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面積 約215万km2 （日本の約4.4倍）

首都 リヤド

公用語 アラビア語

宗教
イスラム教ワッハーブ派約85%

イスラム教シーア派 約15%

人口 約3,200万人

人口構成 自国民 約63%, 外国人約37%

GDP 約6,400億米ドル

1人当たりGDP
（名目ベース）

約20,000 米ドル

主要産業 石油産業

資源
（2014年末時点
/EIA）

原油埋蔵量：2,600億bbl （世界2位）
原油生産量： 250万BPD

天然ガス埋蔵量：8.2兆㎥ （世界5位）

日本との時差 5時間30分（日本の方が進んでいる）

◼サウジアラビアは二大聖地を擁するイスラム世界の中心的存在として、湾岸協力理事会（GCC）、アラブ連
盟等において主導的役割を果たしている。

◼アラブ諸国で唯一のG20メンバー国であり、西側諸国との関係では，伝統的に穏健かつ協調的な外交を展
開している。

１．サウジアラビアの概要

サウジアラビアはGCC地域では最大級の約3,200万人の人口を有する。主要な産業は原
油・ガス生産といったエネルギー分野ではあるが、非石油分野の成長を目指している。
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◼サウジアラビアは人口がGCCで最も多く、製品の消費地としては非常に魅力的な市場である。

◼また、非石油分野のGDP構成比を高めようとしている傾向もあり、中東内における製造拠点としても有力な
国である。

１．サウジアラビアの概要

サウジアラビアにおける所得階層を見ると、GCC諸国と比較しても富裕層の割合が低く
見受けられるが、実際には人口自体が多いため富裕層人口自体は約100万人に上る。
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サウジアラビア/GCC/ASEAN/インドにおける所得分布
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１．サウジアラビアの概要

サウジアラビアに進出している日系企業の例
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企業名 事業概要 進出年

石油・ガス関連 千代田化工建設株式会社 プラント設計・建設 1975年

日揮株式会社 プラント設計・建設 1979年

東洋エンジニアリング株式会社 各種産業設備の企画・設計・機器
調達・建設・運転指導

1981年

住友化学 プロピレン、エチレン及び
派生品製造

2005年

電力・再生エネルギー関連 株志会社日立製作所 ビル、工場、産業プラントおよび
水・電力等の社会インフラを対象と
するEPC事業

2013年

横河電機株式会社 プロセス制御ソリューションの開発、
エンジニアリングおよび生産

2006年

ヘルスケア関連 第一三共株式会社、
アステラス製薬株式会社
（2社及び現地企業によるJV）

医薬品の製造・販売 1992年

ユニ・チャーム株式会社 紙おむつ、衛生用品製造 1996年

サウジアラビアに進出している日系企業（例）

※ 上記の他にも、発電所プロジェクトベースでの出資を行っている企業（総合商社等）が多数存在
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サウジアラビアには多くの日系企業が進出しているが、一例として日系メーカーでは
ユニ・チャームがサウジアラビアにアラビア語圏向け製品の製造拠点を有する。
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１．サウジアラビアの概要

◼サウジアラビアにおいては、前述の通り、石油プラント関連では千代田化工建設株式会社、日揮株式会社
等、電機や設備関連では三菱電機株式会社、日本電気株式会社、フジテック株式会社等、また、大手総合
商社等、多くの日本企業が進出している。

◼中でもユニ・チャームは１９９２年にサウジアラビアにて製造拠点を設立し、アラビア語パッケージの製品の
製造を開始した。それらの製品をアラビア語圏の北アフリカ・中東地域にて販売している。

⚫ 北アフリカ・中東地域のほとんどの国ではアラビア語が共通言語として使用されており、一つのコンテンツや商品を
アラビア語で開発した場合、周辺他国への展開が比較的容易である。

◼また、ユニ・チャームは同地域におけるトイレタリー品の需要拡大を受けて、２０１２年にエジプトにも製造拠
点を設立している。

ユニ・チャームの製品例（幼児向け紙おむつ）

サウジアラビアに製造業を構えるメリットとして
アラビア語圏向け製品が一拠点で製造できるため、
製造コストの低減可能性が高い点が挙げられる。
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◼ 「サウジ・ビジョン２０３０」は油価低迷に起因する巨額の財政赤字に直面したサウジアラビアが石油依存か
ら脱却し、包括的に発展するための 長期社会経済計画である。

◼また、「サウジ・ビジョン２０３０」の経済面での具体的な中間目標として「National Transformation Program 

2020 (NTP2020)」を策定した。

⚫ NTP2020では、24政府省庁・機関が達成すべき戦略目標とKPI/KPTを設定している。

⚫ 主要なポイントとしては、①財政均衡、②歳出削減、③非石油部門の育成・成長、④国営企業の民営化、⑤失業率の
改善、⑥エネルギー・資源政策の見直しが盛り込まれている。

１．サウジアラビアの概要

サウジアラビアは2016年4月に2030年までの長期社会経済計画として、
「サウジ・ビジョン２０３０」を発表した。
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指標 現状 目標

経済規模 世界19位 世界15位以上

非石油政府歳入 1,630億サウジリアル
（約435億USD）

1兆サウジリアル
（約2,700億USD）

GDP に占める
非石油輸出

16% 50%

GDP に占める
民間部門の割合

40% 65%

公共投資基金
（Public Investment 
Fund, PIF）資産

6,000億サウジリアル
（約1,600億USD）

7兆サウジリアル
（約1兆8700億USD）
サウジアラムコをPIF資
産参加として世界最大
の国家ファンドとする

指標 現状 目標

失業率 11.6% 7%

海外直接投資 GDPの3.8% GDPの5.7%

軍需装備品 - 50%を国内生産化

鉱工業 GDP - 970億サウジリアル
（約260億USD）

再生可能
エネルギー

- 9.5GW

天然ガス生産量 - 倍増

サウジ・ビジョン２０３０で掲げられている主な経済面での目標
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１．サウジアラビアの概要

日・サウジの両政府は2017年3月のサルマン国王来日の際、9つの重点協力分野を
設定し、一部の日・サウジの企業・機関が当該分野について協力覚書を締結した。
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重点協力分野 ２０１７年３月にサウジ企業・機関と
協力覚書を締結した日系企業・機関

関連業界

１ 競争力のある産業 トヨタ自動車、日揮、伊藤忠丸紅鉄鋼 製造業（自動車、石油化学等）

２ エネルギー JXTGホールディングス、出光興産、横河電機、
JOGMEC

石油・ガス
電力・再生可能エネルギー

３ 質の高いインフラ JFEエンジニアリング、東洋紡、東京電力ホール
ディングス

電力・再生可能エネルギー
水インフラ
建設・不動産

４ 健康・医療 サイバーダイン ヘルスケア

５ 農業・食料 メビオール 食料・飲料

６ エンターテイメント・メディア - コンテンツ・メディア

７ 中小企業・能力開発 - 政府間協力

８ 文化・スポーツ・教育 - 教育

９ 投資・ファイナンス 日本証券取引所グループ、三菱UFJ銀行、三井
住友銀行、みずほ銀行

金融

日・サウジ・ビジョン２０３０における重点協力分野



© ksn Corporation.Ltd  all rights reserved.

◼同ファンドは「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」と呼ばれ、UAE・ムバダラ開発公社、米・Apple、米・クアルコム、
台湾・鴻海精密工業など10社前後が参加している。

◼スタートアップに対する投資実績は2018年5月までで約30社にのぼり、中国の配車アプリ運営のXiaoju

Kuaizhi社や、米国の半導体スタートアップのNVIDIA社、インドの電子決済スタートアップのpaytm社、米国
の法人向けチャットツール開発を行っているSlack Technologies社等、グローバル大で出資を行っている

◼また、サウジアラビアでの太陽光発電事業に関しては、
「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」が約５０億ドルを投じ、
１９年までに二つの太陽光発電所（計７・２ギガワット）を
建設する予定にしている。

◼パネルなどの発電設備の生産は、
順次サウジ国内での生産に切り替える予定としており、
エンジニアの教育・訓練施設も設けて、
２０３０年に向けて徐々に規模を拡大する。

⚫ ２０３０年までの総事業費は計２千億ドル（約２１兆円）規模にのぼる。

⚫ サウジに１０万人の雇用を生み、同国の国内総生産（ＧＤＰ）も
１２０億ドル増える効果が見込まれている。

１．サウジアラビアの概要

ソフトバンクグループはサウジのPublic Investment Fundと10兆円規模のファンドを組成し、
スタートアップ投資を行う他、サウジで２００ギガワットの太陽光発電事業を立ち上げる
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ビジョンファンド組成に際して握手をするソフトバンクグループの
孫正義氏とサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子

出所：The new economy記事
https://bit.ly/2IZB47r
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✓ サウジ政府は、原子力・再生可能エネルギー発電等代
替エネルギーの確保に加え、停電頻度の低減等に向け
た電力インフラ整備、再生可能エネルギーの関連技術・
資材の内製化等を進める方針であり、左記の市場に関
しては、潜在的な事業機会があると考えられる。

✓ サウジ政府は、民間資本の活用等を通じた医療サービ
ス及び医療アクセスの改善に加え、医薬品の現地生産
比率上昇、医療製品の安全性向上に向けたトレーサビ
リティシステムの確立を目指しており、左記の市場に関し
ては、潜在的な事業機会があると考えられる。

✓ サウジ政府は今後も原油依存脱却に向けてガス田開発
及び石油精製能力拡大を進める方針にある他、石油・
ガス関連技術の内製化等によるエネルギーセクターの
競争力強化を目指しており、左記の市場に関しては、潜
在的な事業機会があると考えられる。

２．サウジアラビアにおけるビジネスチャンス

特に日本とサウジアラビアが規定している重点協力分野については、
多くの潜在的なビジネスチャンスがあると考えられる
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石油・ガス
関連

✓ 海底ガス田、オフショア開
発

✓ 石油精製
✓ 石油・ガスの測定・制御等

に関する技術・システム

主要ターゲット市場 市場概要

電力・
再生可能
エネルギー
関連

✓ 発電所・変電所の新設
✓ 関連資材・機器(高効率太

陽光パネル等)の販売
✓ 再生可能エネルギープロジ

ェクトへの参画

ヘルスケア
関連

✓ 高度な医療サービス提供
✓ メディカルツーリズム推進
✓ 医療機器・医薬品の開発・

生産・販売
✓ 電子カルテやトレーサビリテ

ィに関するシステム構築

食品・飲料
関連

✓ 植物工場
✓ ハラル認証取得製品のイ

スラム諸国での販売

✓ サウジ政府は食糧の安全供給体制構築、食品の安全
性向上、ハラル認証拠点としての世界的な地位の確立
を目指しており、左記の市場に関しては、潜在的な事業
機会があると考えられる。




